
対 象 者

受講期間
会　　場
申込期間

受講時間

定　　員

受  講  料

県内の機械関連企業で働く開発及び設計の技術者
開発設計のリーダーやマネージャーまたはその候補者
2021年９月７日(火)から2021年11月２日(火)まで
NICOテクノプラザほか
2021年６月１日(火)から2021年７月16日(金)まで

設計部門のリーダーやマネージャー向けに、企画・開発・設計において必要となる総
合的な視点を養うことを目指します。
様々な製造現場の見学を通じて、それぞれの特徴や工夫を学びとります。

40時間(9日)

20名

60,000 円
テキスト代、消費税含む

¥

カリキュラム

専門Ⅱ
コース

〈開発設計リーダー〉
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講 師

㈱ツガミ長岡工場　技術部門担当
常勤顧問

寺井　宏

「設計者は何が必要か」

一人前の設計者になるために何が必要か、設計、開発の流れや成功
例、失敗例を紹介します。設計者の仕事は、図面を書くだけではな
く、市場ニ－ズの調査やコストの検討、営業技術など多岐に渡りま
す。工作機械の開発例を基に紹介します。

１．新製品開発の流れ
２．開発した機械の紹介
３．成功例
４．失敗例
５．まとめ
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ねらい

内 容

講 座／講 師 日時 会場時間数

長岡技術科学大学 技術科学イノベーション専攻 教授
アイデア開発道場 道場長

NICO
テクノプラザ

NICO
テクノプラザ

NICO
テクノプラザ

テラノ精工㈱

長岡電子㈱

㈱長岡歯車
製作所

㈱大菱計器
製作所

日本
ベアリング㈱

エヌ・エス・エス㈱

3.5

3.5

3.5

3.5

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

開講式

閉講（交流会）

  9月  7日(火)

  9月14日(火) 

  9月21日(火) 

  9月27日(月) 

10月  5日(火) 

10月12日(火)

10月19日(火) 

10月26日(火) 

11月   2日(火) 

11月   2日(火) 

長岡技術科学大学 機械創造工学専攻 教授

長岡造形大学 プロダクトデザイン学科 教授

長岡技術科学大学 システム安全工学専攻 教授

新潟工科大学 工学科 教授

テラノ精工㈱ 専務取締役

長岡技術科学大学 技術科学イノベーション専攻 教授
アイデア開発道場 道場長

  9月  7日(火) 

13:00～13:20

13:30～17:00

13:30～17:00

  9:30～16:30

13:30～17:00

13:30～17:00

13:30～17:00

  9:30～12:00

13:00～15:30

  9:30～12:00

13:00～16:00

  9:30～12:30

13:30～16:30

交流会  17:00～ 1時間程度

16:30～1時間程度

3.5

6.0

改田　哲也

田辺　郁男

土田　知也

福田　隆文

寺島　正二郎

菊池　信宏

長岡電子㈱

㈱長岡歯車製作所

㈱大菱計器製作所

日本ベアリング㈱

エヌ・エス・エス㈱

改田　哲也

テラノ精工㈱

これからの時代の人間力と創造性

品質工学(タグチメソッド)

課題解決手法としてのデザイン

システム安全工学の基礎

品質管理と品質保証

機械加工とコスト

製造現場から学ぶ②（表面機能を高める熱処理技術）

製造現場から学ぶ③（高精度歯車を生み出す加工技術）

製造現場から学ぶ④（匠の技と測定技術）

製造現場から学ぶ⑤（直線運動機器パイオニアの生産体制）

製造現場から学ぶ⑥（IoT技術を活用した生産管理システム）

新たな時代のアイデア発想実践

製造現場から学ぶ①

［講師］

［講師］

［講師］

［講師］

［講師］

［講師］

［訪問先］

［訪問先］

［訪問先］

［訪問先］

［訪問先］

［講師］

［訪問先］
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講 師ねらい

内 容

ねらい

内 容

講 師

講 師

長岡造形大学
プロダクトデザイン学科　教授

土田　知也

課題解決手法としてのデザイン

様々な課題解決に対して、なぜデザインが有効なのかをワーク
ショップを交えながら学んでいきます。

誰もが知っている｢デザイン｣という言葉ですが、これほど曖昧で、多様な意味で用いられる言葉もありませ
ん。最近は｢デザイン思考｣というアプローチが様々な分野で注目され、形や色に関わること以外にもデザイン
の考え方が有効であることが認められています。
ここでは｢デザイン｣の役割が時代と共にどのように変化してきたかを振り返り、現在のモノづくりにおける｢デ
ザイン｣の位置づけについて、主にエンジニアとの関係を念頭に置いて話をします。そして｢デザイン思考｣に代
表されるアイデアを生み出す思考法について学び、観察から課題を発見するプロセスをワークショップ形式で
体験してもらいます。

１．新しいモノづくり
２．アイデアを生み出す方法
３．観察と発想の手法：ワークショップ

03

長岡技術科学大学
システム安全工学専攻　教授

福田　隆文

システム安全工学の基礎

システム安全工学の基礎としてISO12100で示される機械安全設計
を中心とした設計の考え方を理解し、その上で広く応用できること
を学びます。

機械安全を中心に行いますが、基本的な考え方は、広い分野に応用できます。キーワードは｢リスクアセスメン
ト｣、｢３-ステップメソッドに基づいた設計者による安全方策｣及び｢使用者による安全方策｣です。意外に思わ
れるかも知れませんが、事故を完全になくすことは不可能であると、国際的には考えられています。では、安
全設計とは何か？この問題を考えます。

１．機械災害はどのような状況で発生しているか－現状と問題点
２．機械安全の歴史
３．国際安全規格の体系
４．機械安全設計規格ISO12100
５．リスクアセスメント
６．リスクアセスメント演習
７．まとめ

長岡技術科学大学
技術科学イノベーション専攻　教授
アイデア開発道場　道場長

改田　哲也

これからの時代の人間力と創造性

今私たちは、高度なロボット時代、そして本格的な人工知能の時代
を生きています。そんな時代の人間力や創造力について考えてみま
しょう。

これまで人類は、農耕社会、工業化社会、情報化社会を歩み、今はその次のステージへと転換する過渡期に
生きているといえます。
それは「コンセプチュアル社会」「精神化社会」「直観化社会」など様々な捉え方があります。
そして、そんな新たな時代の要請が農業や工業のあり方を、そして情報のあり方や役割をも大きく変えてい
こうとしています。
そんな過渡期に生きる私たちはこれからの道程をどんな視座をもって、いかなる方向観を見出して歩んでい
けばいいのでしょうか。
そしてこの日本は、次なる人間社会に向かってどのような役割を担っていくのでしょうか。
この講義では、TOYOTAなどでの様々な取り組み事例も織り交ぜながら、そんな時代観、世界観、人間観に
ついての視野を広め、深めながら、皆さんと一緒にこれからの人間力とその創造性について考えてみたいと
思います。
その上で、これからの「技術」や「リーダーシップ」のあり方について議論してみたいと思います。

01

長岡技術科学大学
機械創造工学専攻　教授

田辺　郁男

品質工学(タグチメソッド)

いつでも、どこでも、誰が使用しても、また、どんな使い方をされ
ても、しっかりと意図した機能が発揮できる工業製品。それを容易
に開発するためのツールを、技術者として帯刀する。

１．実験をするときのエチケット
　　実験を成果に結実させるために必要不可欠な算数の習得。平均値、標準偏差、正規分布、誤差伝播の法
則等に関する実践的･実用的理解を涵養する。

２．実験計画法演習
　　タグチメソッドの起源にあたる実験計画法の演習。ここでは、直交表、加法性等の働きについて演習を
とおして理解し、少しの実験をするだけで莫大なパラメータの組合せの中から最適値を探索できること
を体感する。

３．タグチメソッド(静特性)の演習と動特性の概説
　　いつでも、どこでも、誰が使用しても、しっかりと機能が発揮できる製品を開発するためのツールとし
て、タグチメソッド(静特性)の演習を持参した関数電卓で行う。とにかく、想定内外の誤差、弊害、事
故等の条件下で、しっかりと機能できる製品を設計できる技術が習得可能。

　　最後に、タグチメソッドの中の動特性とMT法の概説も行う。
４．AIで使われるMT法演習
　　AIでよく使用されるMT法の実践習得。MT法は、｢幸せか？不幸か？｣、｢いい経営者か？不適切な経営
者か？｣、｢ビッグボーナスに値する社員か？否か？｣などを、しっかりとデジタルで評価・管理できる手
法。デジタル化がむずかしい判定や分析作業を、ケーセラセラとこなせる手法を、実習で伝授する。

　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※関数電卓持参のこと
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講 師

長岡造形大学
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訪問先

ねらい

内 容

ねらい

内 容

講 師

訪問先

製造現場から学ぶ②(表面機能を高める熱処理技術)

各種金属熱処理の方法とその特徴を学びます。

長岡電子㈱を訪問して、高周波焼入れ、浸炭焼入れ等の熱処理工程や品質検査工程を見学します。

熱処理現場見学
高周波焼入れ、浸炭焼入れ、窒化、真空熱処理、硬さ測定、硬化層深さ測定等

08

製造現場から学ぶ③(高精度歯車を生み出す加工技術)

多品種･少量･高精度歯車の製造工程の工場を見学します。

１．会社紹介プレゼンテーション
２．歯車の強度と加工設備について紹介
３．工場見学
４．質疑応答、意見交換、技術懇談等

品質管理と品質保証

現代の製造業においても重要な事項である、品質管理と管理限界の
基本知識に始まり、QCの七つ道具などについて再確認します。

日本の製造業を支えてきた｢生産･工程管理｣｢品質管理｣などは現代においても重要な作業ですが、昨今の製造
現場では不良率などの数字だけが一人歩きして、実態の把握と対策を検討する手法が軽視されつつある様子
です。
そこで、何に注目して品質管理を行うべきか、また、品質管理の七つ道具や３σと管理限界、生産保全など
の考え方について再確認を行います。

１．品質管理とは
２．QCの七つ道具(パレート図、特性要因図、管理図など)
３．標準偏差と３σ
４．３σと管理限界
５．工程能力指数(Cpk)
６．抜き取り検査と全品検査
７．品質保証

05

機械加工とコスト

製造現場が知っているコストを考慮した材料と加工方法の選定につ
いて学び、設計力向上を図ります。また、製造現場において発生す
る設計の問題点を取り上げ、設計の意図を加工者に正しく伝えるた
めの知識を習得します。

テラノ精工㈱を訪問してマシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤等の加工設備を見学し、これ
らの加工技術と組立技術を学びます。また、実際の図面をもとに製造現場の視点から材料と加工方法の選
定、読みやすい図面について説明します。

１．機械加工製造現場見学
　　横型・立型マシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤、タッピングセンター等
２．事例の解説
　　材料と加工方法の選定とコスト比較、加工・組立現場からの生の声等
３．例題演習

06 製造現場から学ぶ①07

09

訪問先ねらい

内 容

長岡電子㈱

㈱長岡歯車製作所

新潟工科大学　工学科　教授

寺島　正二郎

テラノ精工㈱　専務取締役

テラノ精工㈱

菊池　信宏

㈱大菱計器製作所

製造現場から学ぶ④(匠の技と測定技術)

ものづくりを支える匠の技と基準器の紹介
ものづくりに必要な"測る必要性"について説明致します。

工作機械などの加工設備の工場見学
匠の技ともいえる"キサゲ加工"、"ラップ加工"の作業の見学と(体験)

１．会社説明
２．測る必要性とは
３．測る為の基準器とは
　　　定盤、精密水準器、偏心検査器、etc.
　　　真直、平行、角度、直角、平面、円筒度

10

ねらい

内 容

ねらい

内 容

講 師

４．工場見学
５．質疑応答

訪問先



21 22

訪問先

ねらい

内 容

ねらい

内 容

講 師

訪問先

製造現場から学ぶ②(表面機能を高める熱処理技術)

各種金属熱処理の方法とその特徴を学びます。

長岡電子㈱を訪問して、高周波焼入れ、浸炭焼入れ等の熱処理工程や品質検査工程を見学します。

熱処理現場見学
高周波焼入れ、浸炭焼入れ、窒化、真空熱処理、硬さ測定、硬化層深さ測定等

08

製造現場から学ぶ③(高精度歯車を生み出す加工技術)

多品種･少量･高精度歯車の製造工程の工場を見学します。

１．会社紹介プレゼンテーション
２．歯車の強度と加工設備について紹介
３．工場見学
４．質疑応答、意見交換、技術懇談等

品質管理と品質保証

現代の製造業においても重要な事項である、品質管理と管理限界の
基本知識に始まり、QCの七つ道具などについて再確認します。

日本の製造業を支えてきた｢生産･工程管理｣｢品質管理｣などは現代においても重要な作業ですが、昨今の製造
現場では不良率などの数字だけが一人歩きして、実態の把握と対策を検討する手法が軽視されつつある様子
です。
そこで、何に注目して品質管理を行うべきか、また、品質管理の七つ道具や３σと管理限界、生産保全など
の考え方について再確認を行います。

１．品質管理とは
２．QCの七つ道具(パレート図、特性要因図、管理図など)
３．標準偏差と３σ
４．３σと管理限界
５．工程能力指数(Cpk)
６．抜き取り検査と全品検査
７．品質保証

05

機械加工とコスト

製造現場が知っているコストを考慮した材料と加工方法の選定につ
いて学び、設計力向上を図ります。また、製造現場において発生す
る設計の問題点を取り上げ、設計の意図を加工者に正しく伝えるた
めの知識を習得します。

テラノ精工㈱を訪問してマシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤等の加工設備を見学し、これ
らの加工技術と組立技術を学びます。また、実際の図面をもとに製造現場の視点から材料と加工方法の選
定、読みやすい図面について説明します。

１．機械加工製造現場見学
　　横型・立型マシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤、タッピングセンター等
２．事例の解説
　　材料と加工方法の選定とコスト比較、加工・組立現場からの生の声等
３．例題演習

06 製造現場から学ぶ①07

09

訪問先ねらい

内 容

長岡電子㈱

㈱長岡歯車製作所

新潟工科大学　工学科　教授

寺島　正二郎

テラノ精工㈱　専務取締役

テラノ精工㈱

菊池　信宏

㈱大菱計器製作所

製造現場から学ぶ④(匠の技と測定技術)

ものづくりを支える匠の技と基準器の紹介
ものづくりに必要な"測る必要性"について説明致します。

工作機械などの加工設備の工場見学
匠の技ともいえる"キサゲ加工"、"ラップ加工"の作業の見学と(体験)

１．会社説明
２．測る必要性とは
３．測る為の基準器とは
　　　定盤、精密水準器、偏心検査器、etc.
　　　真直、平行、角度、直角、平面、円筒度

10

ねらい

内 容

ねらい

内 容

講 師

４．工場見学
５．質疑応答

訪問先



23 24

01

02

日時 会場時間数

ながおか新産業創造センター センター長
長岡工業高等専門学校 名誉教授

長岡工業
高等専門学校

6.5

28.0

開講式

閉講式

山田　隆一

図面の見方・描き方の基礎と
３次元設計概論

CAD実習

8月27日(金) 

9月24日(金) 

8月27日(金) 

㈱シーキューブ 技術サポート事業部

鹿島　雄一
佐藤　憲男

［講師］

［講師］

9月  3日(金)
9月10日(金)
9月17日(金)
9月24日(金)

9:00～17:00

17:0０～１7:20

9:30～17:00

9:00～  9:20

ねらい

内 容

講 師

日本ベアリング㈱

製造現場から学ぶ⑤(直線運動機器パイオニアの生産体制)

１．会社紹介プレゼンテーション
２．工場見学
３．意見交換、技術懇談等

11

長岡技術科学大学
技術科学イノベーション専攻　教授
アイデア開発道場　道場長

改田　哲也

新たな時代のアイデア発想実践

「これからの時代の人間力と創造性」を持った時に生まれるアイデア
発想を実践することで、そこで求められる技術やリーダーシップを
体験学習する。

１．初回講義の「これからの時代の人間力と創造性」で概括的に学ぶ時代観、世界観、そして人間観につい
て、セミナー参加者が自身の思考としてイメージし、表現することで、より深く身に着ける。

また、
２．数チームに分かれて各々が次代へのテーマを設定し、「次代の新たな意味や価値を考える方向観」に沿っ
て、「具体的なアイデア発想」を演習する。

その中で、
３．各チームの発想アイデアについて、様々な視点から全体討議することで「これからの時代に求められるア
イデアとは？」を深慮しながら感じ取る。

さらに、
４．その「アイデアをより独創的に先鋭化する」とはどういうことかについての深堀りを通じて、これからの
時代に求められる技術について全体で討議することで、本セミナーをより有意義なものにする。

13

ねらい

内 容

訪問先

エヌ・エス・エス㈱

製造現場から学ぶ⑥(IoT技術を活用した生産管理システム)

多品種少量生産におけるIoTを活用した加工用技術情報の一元管理
と共有化の事例紹介をします。

１．会社紹介
２．導入したIoTシステムの紹介
３．工場見学
４．意見交換など

12

内 容

訪問先

対 象 者
受講期間
会　　場
申込期間

受講時間

定　　員

受  講  料

県内の機械関連企業で働く方で、３次元CADの初心者
2021年８月27日(金)から2021年９月24日(金)まで
長岡工業高等専門学校
2021年６月１日(火)から2021年７月16日(金)まで

３次元CAD「SOLIDWORKS」について、実務で活用できるレベルを目指します。
部品作成、アセンブリ、図面化までの一連の操作実習を通して、３次元CADの有効性
を確認します。

34.5時間(5日)

20名

55,000 円
テキスト代、消費税含む

¥

カリキュラム

３次元
ＣＡＤ
コース

講 座／講 師

直動転がり軸受特有の製造方法の工場を見学します。

ねらい
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